
教務事務センター 

 【 コミュニティ福祉 学 部 】  

   2015年度以前入学者向け 履修要項（2019年度配付） 訂正・変更一覧    

（2023年 3月 20日時点 訂正・変更一覧） 

2022 年度は以下の参照先を確認すること。 

下表のとおり、参照先❶に〇がついている項目は、2019年度に配付した履修要項（冊子）を確認すること。 

 その内容に訂正や変更が生じた場合には、次頁以降の訂正・変更の一覧に訂正・変更内容を掲載するため、次頁以降も必ず

確認すること。 

上記以外の項目については、2022 年度入学者向け所属学部の履修要項（冊子）と R Guide を参照し、不明な点があれば      

教務事務センターへ問合せの上、詳細を確認すること。 

 

 

 

 



※❷❸で「全学共通科目」と記載されている部分は「全学共通カリキュラム」と読み替えること。 

※履修中止制度および GPAは 2016年度以降入学者のみが対象。 

※他学部等科目、f-Campusの修得単位の扱いは入学年度によって異なるため詳細は卒業要件単位表を確認すること。 

※入学年度によって履修できる科目が異なるため、詳細は R Guideの科目表やシラバスを参照すること。 

※履修要項（冊子）は R Guideの中にも PDF版とデジタルブックを掲載している。 

 

訂正・変更一覧  

訂正：冊子発行時の内容に誤記があることがわかり、後からこれを正すこと ※冊子 PDFに赤字で訂正を反映しています 

変更：冊子発行以降に制度等に変更が生じたため、最新の情報を示すこと  ※冊子 PDFには反映をしていません 

 

＜2022 年度中の訂正・変更箇所＞ 

訂正日 頁 訂正／ 

変更 

訂正／変更箇所 訂正／変更項目 訂正前  →  訂正後／変更内容 

3月 19日  変更 卒業要件単位表 卒業要件単位表欄外 

下記文言を追記 

◆全授業回または一部の授業回を遠隔授業に

より実施する授業科目で修得した単位は、60

単位まで卒業要件単位に含めることができ

る。60 単位を超えた単位は随意科目となり、

卒業要件単位には算入されない。 

遠隔授業により実施する授業科目とは、オン

ライン科目（全回オンライン）、オンライン科

目（一部対面）、オンデマンド科目（全回オン

デマンド）を指す。 

 

 

＜2021 年度中の訂正・変更箇所＞ 

訂正日 頁 訂正／ 

変更 

訂正／変更箇所 訂正／変更項目 訂正前  →  訂正後／変更内容 

   なし   

 

 

＜2020 年度中の訂正・変更箇所＞ 

訂正日 頁 
訂正／ 

変更 
訂正／変更箇所 訂正／変更項目 訂正前  →  訂正後／変更内容 

   なし   

 

 

＜2019 年度中の訂正・変更箇所＞ 

訂正日 頁 
訂正／ 

変更 
訂正箇所 訂正／変更項目 訂正前  →  訂正後／変更内容 

3/27 306 変更 N5401 研究室使用者 石井 ⇒ 石井・中村 



3/27 299 変更 教員一覧 中村 大輔 下記参照 

3/27 86 訂正 
メンタルマネジ

メント 
備考 

他学科・他学部学生用コードは ID355 ⇒他学

科学生用コードは ID355（他学部生履修不許

可科目） 

4/1 134 変更 
スポーツウエル

ネス心理学 
科目コード ID267（新設） 

6/12 55 訂正 
3 成績評価調査

の申請 
提出期間 

2019年度秋学期科目通年科目 

卒業合格発表対象者（在学 8学期以上の者） 

2020年 2月 28日（金） 

    ～3月 2日（月）12：30 

  ↓ 

2020年 2月 28日（金） 

    ～3月 2日（月）17：00 

 

2020年度在籍者（2019年度卒業合格発表対象

者を除く） 

2020年 3月 13日（金） 

   ～3月 17日（火）12：30 

  ↓ 

2020年 3月 13日（金） 

   ～3月 17日（火）17：00 

7/31 112 変更 
社会問題の社会

学 
担当者 門 美由紀⇒新田さやか 

7/31 112 変更 
コミュニティス

タディ 
担当者 外山公美⇒小長井 賀與 

7/31 110 変更 
フィールドスタ

ディ 
担当者 外山公美⇒小長井 賀與 

7/31 112 変更 行政学 担当者 外山公美⇒原田 晃樹 

7/31 

84 

111 

133 

変更 
リスクマネジメ

ント論 
担当者 石山信男⇒吉田 成仁 

7/31 134 変更 トレーナー演習 担当者 石山信男⇒吉田 成仁 

以 上 



 

教務事務センター 

【全学共通カリキュラム】 

 2015 年度以前入学者向け 履修要項（2019 年度配付） 訂正・変更一覧    

（2023年 3月 20日時点 訂正・変更一覧） 

 

2023 年度は以下の参照先を確認すること。 

下表のとおり、参照先❶に〇がついている項目は、2019年度に配付した履修要項（冊子）を確認すること。 

 その内容に訂正や変更が生じた場合には、次頁以降の訂正・変更の一覧に訂正・変更内容を掲載するため、次頁以降も

必ず確認すること。 

上記以外の項目については、2022年度入学者向け所属学部の履修要項（冊子）と R Guideを参照し、不明な点があれ

ば教務事務センターへ問合せの上、詳細を確認すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「全学共通科目」と記載されている部分は「全学共通カリキュラム」と読み替えること。 

 

❶冊子
（2019年度配付）

＋

次頁以降の訂正・

変更一覧

❷冊子
（所属学部の当該年度

入学者向け冊子）

＊制度やルール

❸R Guide
※所属学部・全学共通

カリキュラム両方参照

＊日程など毎年度変わる部分

教務事項の伝達について／教務窓口 ○

行事予定（年間スケジュール）　 ○

　カリキュラムのしくみ ○

　授業（学習生活） ○

　履修規定（単位） ○

　履修規定（履修についての注意事項） ○
　　　　　○
全学共通科目について
「履修上の注意」

　履修規定（カリキュラムの変更点） 〇
　　　　 　　○
・過年度に開講されていた

　総合系科目／言語系科目

　履修規定（単位認定） ○

　学習計画の立て方・アドバイザー ○ 　　　　　　 ○
・オフィスアワー

　履修登録 ○  　　　　　　○
・履修について

　試験・成績 ○  　　　　　　○
・試験成績案内

　卒業に関する事項 ○  　　　　　　○
・学籍関連日程

　学生証・学籍・学費 ○ 　　　　　　 ○
・年間スケジュール

○ ○
・科目群

・卒業要件単位

・過年度に開講されていた総合教育科目

・科目表

・手続き申請関連

○ ○

・必修科目

・言語副専攻

・科目表

・過年度に開講されていた言語教育科目

・英語単位認定試験・英語Ｒ

・言語副専攻

個人情報保護 ○

各種案内 ○

案内図 ○

　言語教育科目

項目

参照先

全学共通カリキュラムの履修・試験に関わる事項

全学共通カリキュラムについて

　総合教育科目



訂正・変更一覧  

訂正：冊子発行時の内容に誤記があることがわかり、後からこれを正すこと ※冊子 PDFに赤字で訂正を反映しています 

変更：冊子発行以降に制度等に変更が生じたため、最新の情報を示すこと  ※冊子 PDFには反映をしていません 

 

＜2021 年度中の訂正・変更箇所＞ 

訂正日 頁 訂正／ 

変更 

訂正／変更箇所 訂正／変更項目 訂正前  →  訂正後／変更内容 

3/19 81 変更 

総合教育科目 

科目群・科目名 

主題別 A 

外国語による日本研究科目

（Ｆ科目） 

外国語による日本研究科目（Ｆ科目） 

      ↓ 

外国語による総合系科目（Ｆ科目） 

3/19 81 変更 

総合教育科目 

科目群・科目名 

主題別 A 

オンデマンド授業科目 

（Ｄ科目） 
項目削除 

3/19 145 変更 

言語教育科目 

指定年次・学期以

後の単位修得方法 

１ 英語単位認定試験 

受験手続 

試験時間，試験場は全学共通科目掲示板に掲

示するので，事前に確認しておくこと。 

↓ 

試験時間，試験場は R Guideで，事前に確認

しておくこと。 

3/19 146 変更 

言語教育科目 

指定年次・学期以

後の単位修得方法 

英語再履修クラス「英語Ｒ」

の履修 

３ 履修に関する注意事項 

（1）履修登録および履修許可 

履修希望者は，説明会に必ず出席し，説明会

で配付する「履修希望届」に必要事項を記入の

上，期日までに教務事務センターに提出するこ

と。締切日時を過ぎてからの提出は，一切受け

付けない。 

        ↓ 

（1）履修登録および履修許可 

履修希望者は，説明会に必ず出席すること。

履修登録方法は当該年度の R Guideで確認する

こと。締切日時を過ぎてからの申請は，一切受

け付けない。 

3/19 
157～

169 
変更 

言語教育科目 

自由科目  

科目一覧表 

１．英語、２．ドイツ語、

３．フランス語、４．スペ

イン語、５．中国語 ６．

朝鮮語 ７．ロシア語 ８．

ポルトガル語 ９．日本語 

１０．日本手話 

※担当者，開講学期，登録方法等は当該年度の

シラバス・時間割検索システムで確認するこ

と。      ↓ 

※下記の科目表は 2019年度 4月時点のもので

ある。担当者，開講学期，配当年次，登録方法，

履修上の注意事項等を含む最新の科目表は R 

Guideで確認すること。 

3/19 
157～

168 
変更 

言語教育科目 

自由科目  

科目一覧表 

１．英語、２．ドイツ語、

３．フランス語、４．スペ

イン語、５．中国語 ６．

朝鮮語 ７．ロシア語 ８．

ポルトガル語   

以下の文言を追記 

母語は履修してはならない。母語を履修した場

合，単位修得できないため注意すること。母語

話者に当たるかどうかは各言語研究室で判断

する。自身が母語話者であるかどうか不明な場

合には，所定の期間内に教務事務センターに相

談すること。詳細は R Guideで確認すること。 



 

＜2020 年度中の訂正・変更箇所＞ 

訂正日 頁 
訂正/

変更 
訂正／変更箇所 訂正／変更項目   訂正前  →  訂正後 ／ 変更内容 

3/18 19,21,23 変更 履修規定（単位） 単位の数え方 

＜2019年度まで＞ 

言語 Bの自由科目「上級～語」（日本語を除く）は週

1回、1学期の授業で 2単位とする。 

＜2020年度以降＞ 

言語 B の自由科目「上級～語」は週 1 回、1 学期の

授業で 2単位とする。 

※2020年度に日本語自由科目の 2単位科目を新規開

講し、1 単位科目を 2021 年度に廃止するため「（日

本語を除く）」削除 

3/18 44 変更 履修中止制度 
履修中止申請対象と

ならない科目 

＜2020年度以降＞ 

対象科目は毎年追加・変更となる場合があるため、R 

Guideで確認すること。 

3/18 
141,144,

146,147 
変更 

ディスカッション１・２の再履修廃止,不

足単位の修得方法について 

＜2020年度以降＞ 

ディスカッション１・２の再履修クラスは廃止とな

るため、ディスカッション１・２の単位不足分は英

語単位認定試験または英語 R（再履修クラス）によ

り修得しなければならない。 

3/18 46 変更 
試験に関する 

規定 
英語単位認定試験 

＜2019年度まで＞ 

英語単位任試験は英語必修科目（英語ディスカッシ

ョン１・２を除く）の不足単位の修得を目的とし、

全学共通カリキュラム運営センターが定めた期日に

行う定期試験。 

＜2020年度以降＞ 

英語単位任試験は英語必修科目の不足単位の修得を

目的とし、全学共通カリキュラム運営センターが定

めた期日に行う定期試験。 

3/18 71 変更 
全学共通カリキ

ュラムとは 

英語力伸長度測定テ

ストについて 

＜2019年度まで＞ 

春学期と秋学期に 1 回ずつ無料で実施される英語力

伸長度測定テスト 

＜2020年度以降＞ 

実施回数・日程等詳細は R Guideを参照すること。 

3/18 

150，152，

154,155,

156 

変更 言語 A・B自由科目の履修資格について 

2019年度までは、言語 Aについてはスコアの自己申

告を WEB で行い、言語 Bについては、中級・上級に

それぞれ先修規定・スキップ制度を設けてきた。2020

年度以降は、科目のレベルを事前に示すことで、履

修できるレベルかどうかは学生自身が判断すること

とし、履修資格判定や過去の修得状況の確認は行わ

ないこととする。 



訂正日 頁 
訂正/

変更 
訂正／変更箇所 訂正／変更項目 

3/18 152、153 変更 言語副専攻修了認定の申請について 
2020 年度以降の修了認定手続きについての詳細は R 

Guideを確認すること。 

3/18 
2,150, 

152,154, 
変更 言語 A 自由科目の履修登録申請方法 

2020 年度より 2019 年度までの「英語自由科目専用

WEB」ではなく、他の抽選科目と同様に「履修登録シ

ステム」からの申請に変更となる。また、「英語自由

科目専用 WEB」からスコアの自己申告も不要になる。 

3/18 

157,162,

163,164,

165,167,

168 

変更 自由科目一覧表 

英語、ドイツ語、フ

ランス語、スペイン

語、中国語、朝鮮語、

ロシア語、ポルトガ

ル語、日本語 

2020年度より履修資格・履修の目安・定員は当該年

度の R Guideで確認すること。 

3/18 169 変更 自由科目一覧表 

日本語（外国人留学

生入試による入学

者対象） 

2020年度以下の科目を新設 

（池袋キャンパス開講科目） 

<科目名>     <単位数> 

日本の社会と文化Ａ 2単位 

日本の社会と文化Ｂ 2単位 

日本の社会と文化Ｃ 2単位 

社会の中の日本語Ａ 2単位 

社会の中の日本語Ｂ 2単位 

論文読解の技法   2単位 

論文作成の技法   2単位 

キャリアの日本語Ａ 2単位 

キャリアの日本語Ａ 2単位 

キャリアの日本語Ｂ 2単位 

キャリアの日本語Ｂ 2単位 

ビジネスのための口頭運用力Ａ 2単位 

ビジネスのための口頭運用力Ａ 2単位 

ビジネスのための口頭運用力Ｂ 2単位 

ビジネスのための口頭運用力Ｂ 2単位 

ビジネスメールと文書 2単位 

ビジネスメールと文書 2単位 

（新座キャンパス開講科目） 

論文読解の技法 2単位 

論文作成の技法 2単位 

キャリアの日本語Ａ 2単位 

キャリアの日本語Ｂ 2単位 

ビジネスのための口頭運用力Ａ 2単位 

ビジネスのための口頭運用力Ｂ 2単位 

ビジネスメールと文書 2単位 



訂正日 頁 
訂正/

変更 
訂正箇所 訂正項目 訂正前  →  訂正後 

5/13 47 変更 試験方法 

試験方法発表しない

科目（総合） 

「スポーツスタディ」 

↓ 

「スポーツスタディ１～４」 

5/13 
84 

119 
変更 

スポーツ実習 

科目群 
スポーツスタディ 「スポーツスタディ e」2 単位のオンデマンド科目（追加） 

 

 

＜2019 年度中の訂正・変更箇所＞ 

訂正日 頁 
訂正/

変更 
訂正箇所 訂正項目 訂正前  →  訂正後 

4/4 107 訂正 スポーツスタディ 単位数 １ → ２   

4/4 131 訂正 スポーツスタディ 単位数 １ → ２ 

5/7 108 変更 
アクティブリサー

チ１の備考欄 
備考欄内の開催地 スリランカ ⇒ フィリピン 

6/3 161 変更 

国際交流制度短期

英語研修プログラ

ム 

開講科目 

【削除】シドニー春 ESL3  

【追加】グリフィス春 ESL3 

単位数：3 開講学期：秋外 配当年次：1・2・3 

コース：インディペンデント・コース 定員：約 20

名 

クラス数：1 登録方法：その他登録 

以 上 


